
商品仕様

型番

GRFD-TWS T12P GRFD-TWS DT06 GRFD-TWS DT08 GRFD-TWS HT05 GRFD-TWS_B99 GRFD-TWS G1 GRFD-SWE100QT13 GRFD-SWE100QT12 GRFD-TWS T39 GRFD-SWE100M30 GRFD-SWE100M22 GRFD-SWE100M7 GRFD-SWE200M6 GRFD-SWE300T8S GRFD-SWE300T4 GRFD-SWE300V90 GRFD-TWS HT03 GRFD-SWE500JT05 GRFD-SWE300T5 GRFD-SWE300S90J GRFD-SWE500HT01 GRFD-SWE06 GRFD-SWE05 GRFD-SWE04 GRFD-SWE03 GRAMO-SWE02 GRAMO-SWE01

使用シーン スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード コンフォート ゲーム スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スポーツ ゲーム スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード

イヤホンタイプ カナル型 カナル型 インナーイヤー型 カナル型 インナーイヤー型 カナル型 カナル型 インナーイヤー型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 インナーイヤー型 インナーイヤー型 カナル型 カナル型 カナル型
カナル型

（イヤーフック）
カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型 カナル型

パッケージ

カラー

参考価格（税抜) 2,980円 2,980円 3,980円 4,980円 2,980円 3,980円 1,980円 1,980円 5,980円 1,980円 1,980円 1,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 3,980円 3,980円 1,980円 – – – – – – – –

商品名
デュアルドライバー

完全ワイヤレスイヤホン
完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン

アクティブノイズキャンセリング

完全ワイヤレスイヤホン

寝ながら

完全ワイヤレスイヤホン

ゲーミング

完全ワイヤレスイヤホン
完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン

アクティブノイズキャンセリング

完全ワイヤレスイヤホン
完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン 薄型完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン

2in1完全ワイヤレスイヤホン

&モバイルバッテリー

アクティブノイズキャンセリング

完全ワイヤレスイヤホン

スポーツ

完全ワイヤレスイヤホン

ゲーミング

完全ワイヤレスイヤホン

2in1完全ワイヤレスイヤホン

&スピーカー

アクティブノイズキャンセル

完全ワイヤレスイヤホン
完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン

特徴

高音質を実現した、

デュアルドライバーモデル

ゲーミングモード搭載

CVC8.0/ENC搭載

ゲームや動画視聴に最適

コーデックaptXに対応

（Qualcomm製）

高品質マイク・高音質ドライバー搭載

傷がつきにくい、PMMA素材使用

アクティブノイズ

キャンセリング機能搭載

ゲーミングモード搭載

DSP＋ENCデュアルマイク搭載

横になっても痛くない、

入眠サポートイヤホン

ゲーミングモード搭載

DSP＋ENCデュアルマイク搭載

ゲーミングモード搭載

ホールスイッチ機能搭載
操作簡単、コスパ最強モデル 操作簡単、コスパ最強モデル

アクティブノイズ

キャンセリング機能搭載

ゲーミングモード搭載

DSP＋ENCデュアルマイク搭載

バッテリー残量が簡単に

確認できるインジケーター付き

デジタルディスプレイ付き

バッテリー残量が簡単に確認
操作簡単、コスパ最強モデル 超薄型充電ケース付き

イヤーセンサー搭載

遅延モード切替可能

ゲームや動画視聴に最適

遅延モード切替可能

ゲームや動画視聴に最適

イヤホン＋モバイルバッテリー

の2WAY仕様

アクティブノイズ

キャンセリング機能搭載

ゲーミングモード搭載

DSP＋ENCデュアルマイク搭載

スポーツに最適

コーデックaptXに対応

（Qualcomm製）

IPX7の防水規格

遅延モード切替可能

ゲームや動画視聴に最適

IPX5の防水規格

イヤホン＋スピーカー

の2WAY仕様

アクティブノイズ

キャンセリング機能搭載

イヤーセンサー搭載

ワイヤレス充電対応

ノイズリダクションモデル

IPX5の防水規格
ワイヤレス充電対応 操作簡単、コスパ最強モデル 便利な充電・収納ケース付き

収納ポーチ付属

イヤホンに直接充電

イヤーフック付き

収納ポーチ付属

IPX5の防水規格

JANコード BK：4589569124243

BK：4589569123918

WH：4589569123925

RE：4589569123932

NB：4589569123949

BK：4589569124458

WH：4589569124465

LGY：4589569124472

BK：4589569124168

WH：4589569124175

RE：4589569124182

NB：4589569124199

BK：4589569124557

WH：4589569124564

LGY：4589569124724

BK：4589569124281

BK：4589569123031

WH：4589569123048

RE：4589569123055

NB：4589569123062

BK：4589569122652

WH：4589569122669

RE：4589569122676

NB：4589569122683

BK：4589569123802

WH：4589569123819

BK：4589569123291

WH：4589569123307

BK：4589569122287

WH：4589569122294

BK：4589569122300

WH：4589569122317

RE：4589569122324

NB：4589569122331

BK：4589569122768

WH：4589569122775

BK：4589569122485

WH：4589569122492

RE：4589569122508

NB：4589569122515

BK：4589569122249

WH：4589569122256

RE：4589569122263

NB：4589569122270

BK：4589569122461

BK：4589569123536

WH：4589569123550

RE：4589569123543

BK：4589569122058 BK：4589569121969 BK：4589569122478 BG：4589569122560 BK：4589569121471 BK：4589569121464

BK：4589569121365

RE：4589569121372

BL：4589569121389

BK：4589569121006

WH：4589569121013

RE：4589569121020

NB：4589569121037

BK：4589569120788

WH：4589569120795

BK：4589569120696

WH：4589569120689

イヤホン本体

質量（片耳)
約4.8g 約4.2g 約3.8g 約4.8g 約3.4g 約4.4g 約4.4g 約4.2g 約4.6g 約3.5g 約5.0g 約4.0g 約3.6g 約4.0g 約4.8g 約5.2g 約5.0g 約9.6g 約4.3g 約5.0g 約5.5g 約5.2g 約4.6g 約4.3g 約4.6g 約5.0g 約5.3g

使用温度範囲／湿度範囲 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5℃～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／25％～65％ 5～40℃

抗菌仕様 – 〇 〇 〇 〇 〇 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ヘッドホン部

ドライバー型式 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型
ダイナミック型

（グラフェンコート仕様）
ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型

ドライバーサイズ Φ6.0mm Φ6.0mm Φ13.0mm Φ10.0mm Φ13.0mm Φ10.0mm Φ7.2mm Φ13.0mm Φ8.0mm Φ13.0mm Φ6.0mm Φ6.0mm Φ13.0mm Φ13.0mm Φ6.0mm Φ8.0mm Φ10.0mm Φ11.0mm Φ6.0mm Φ10.0mm Φ7.0mm Φ6.0mm Φ6.0mm Φ6.0mm Φ6.0mm Φ10.0mm Φ8.0mm

音圧感度 95dB 103dB 102dB 103dB 105dB 105dB 102dB 101dB 101dB 108dB 91dB 92dB 104dB 103dB 104dB 98dB 100dB 95dB 110dB 96dB 97dB 102dB 95dB 102dB 110dB 105dB 105dB

インピーダンス 16Ω 16Ω 35Ω 32Ω 32Ω 16Ω 16Ω 35Ω 16Ω 32Ω 16Ω 16Ω 32Ω 35Ω 16Ω 16Ω 16Ω 32Ω 16Ω 32Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω 16Ω 32Ω 32Ω

防水規格 IPX6（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX5（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX5（防水） IPX5（防水） IPX5（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX4（防水） IPX5（防水） IPX7（防水） IPX5（防水） – IPX4（防水） IPX5（防水） IPX4（防水） – IPX4（防水） - IPX5（防水）

再生周波数帯域 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz

マイクロホン部

マイク感度 -40dB -38dB -38dB -42dB -42dB -38dB -38dB -7dB -38dB -42dB -42dB -47dB -42dB -7dB -12dB -42dB -38dB -42dB -7dB
イヤホン：-42dB

スピーカー：-38dB
-38dB -13dB -7dB -42dB -38dB -42dB -42dB

通信仕様

Bluetooth Ver.5.3 Ver.5.2 Ver.5.3 Ver.5.2 Ver.5.2 Ver.5.2 Ver.5.1 Ver.5.1 Ver.5.2 Ver.5.1 Ver.5.1 Ver.5.1 Ver.5.1 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.1 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.4.2 Ver.4.1

対応プロファイル HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP、DI HSP、HFP、AVRCP、A2DP

対応コーデック SBC、AAC SBC、AAC、aptX SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC SBC、AAC、aptX SBC SBC SBC、AAC SBC SBC SBC SBC SBC SBC

使用周波数帯域 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz)

受信距離 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m

送信出力 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2

ヘッドホン(その他)

イヤホン本体

バッテリー量

（片耳）

43mAh 43mAh 35mAh 43mAh 30mAh 45mAh 45mAh 40mAh 45mAh 35mAh 40mAh 45mAh 35mAh 30mAh 43mAh 55mAh 45mAh 60mAh 40mAh 45mAh 50mAh 60mAh 40mAh 55mAh 40mAh 55mAh 50mAh

連続音楽再生時間 約7時間（※1） 約7.5時間（※1） 約5.5時間（※1）

ANC/オン：約6時間

ANC/オフ：約8時間

（※1）

約5時間 約8時間（※1） 約8時間（※1） 約8時間（※1）

ANC/オン：約6時間

ANC/オフ：約8時間

（※1）

約5時間（※1） 約4時間（※1） 約5時間（※1） 約4時間（※1） 約3.5時間（※1） 約4.5時間（※1） 約7時間（※1）

ANC/オン：約5時間

ANC/オフ：約5.5時間

（※1）

約8時間（※1） 約5時間（※1） 約5時間（※1）

ANC/オン：約4.5時間

ANC/オフ：約6時間

（※1）

約4～5時間（※1） 約4～5時間（※1） 約4～5時間（※1） 約4～5時間（※1） 約2～3時間（※2） 約2～3時間（※2）

連続通話時間 約7時間（※1） 約4.5時間（※1） 約3時間（※1）

ANC/オン：約4時間

ANC/オフ：約4.5時間

（※1）

約2.5時間 約4.5時間（※1） 約5時間（※1） 約4.3時間（※1）

ANC/オン：約4時間

ANC/オフ：約4時間

（※1）

約3時間（※1） 約3時間（※1） 約4時間（※1） 約4時間（※1） 約3時間（※1） 約4時間（※1） 約6時間（※1）

ANC/オン：約3時間

ANC/オフ：約3.5時間

（※1）

約8時間（※1） 約4時間（※1） 約4時間（※1）

ANC/オン：約3.5時間

ANC/オフ：約4.5時間

（※1）

約4～5時間（※1） 約4～5時間（※1） 約4～5時間（※1） 約4～5時間（※1） 約2～3時間（※2） 約2～3時間（※2）

連続待機時間（※3） 約140時間 約100時間 約100時間
ANC/オン：約9時間

ANC/オフ：約30時間
 約40時間 約20時間 約80時間 約140時間

ANC/オン：約10時間

ANC/オフ：約80時間
約100時間 約100時間 約100時間 約170時間 約50時間 約70時間 約85時間

ANC/オン：約10時間

ANC/オフ：約50時間
約200時間 約70時間 約40時間

ANC/オン：約7時間

ANC/オフ：約20時間
約150時間 約120時間 約100時間 約120時間 最大40時間 最大6時間

充電仕様

充電ケース 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 – 〇

充電電圧 DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V

イヤホン本体

充電時間

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大15回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大5回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大5回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大15回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大5回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大5回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大8回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約1時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケースでの

充電：約2時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大4回まで充電可能

約1～1.5時間

充電ケースでの

充電：約1～1.5時間

※充電ケースが満充電の状態で、

最大3回まで充電可能

充電ケース

充電時間
約2時間 約2時間 約2時間 約2時間 約2時間 約2.5時間 約2時間 約2時間 約3時間 約1時間 約1.5時間 約2時間 約2時間 約2時間 約2時間 約3時間 約2時間 約2時間 約2時間 約4時間 約3時間 約2時間 約2時間 約1時間 約2時間 – 約1～1.5時間

充電ケース

内蔵バッテリー
380mAh 380mAh 290mAh 350mAh 300mAh 450mAh 380mAh 380mAh 600mAh 250mAh 400mAh 350mAh 300mAh 380mAh 380mAh 2600mAh 380mAh 650mAh 380mAh 2500mAh 600mAh 600mAh 800mAh 400mAh 380mAh – 450mAh

充電ケースサイズ

（W×D×H）
64.0×52.5×28.5mm 70.6×27.4×32.5mm 47.8×24.2×48.7mm 55.1×55.0×28.4mm 60.5×41.7×26.2mm 59.6×57.6×30.1mm 53.6×54×28.4mm 44×25×45.2mm 64.6×44.8×32.6mm 60.6×22.4×45.3mm 76×48×31mm 57×36×30mm 87.5×35×18.8mm 48.6×24.5×51.5mm 65.1×36.67×30.83mm 87×52×30mm 59.0×54.1×26.5mm 75.5×69×41.9mm 71.75×35.3×28.4mm 94×74.5×71mm 60.1×27.1×38.9mm 72×36×28mm 78×34×28mm 68×35×35mm 78×34×28mm – 92×40×31mm

充電ケース質量 約32.0g 約28.0g 約24.0g 約38.8g 約30.5g 約40.6g 約40.4g 約24.6g 約39.6g 約26.0g 約43.0g 約30.0g 約23.0g 約32.0g 約29.7g 約90.0g 約32.0g 約57.8g 約33.0g 約181.0g 約43.2g 約35.0g 約45.0g 約30.0g 約28.0g – 約35.0g

充電ポート Type-C Type-C Type-C Type-C Type-C Type-C Type-C Type-C Type-C Type-C microUSB microUSB Type-C Type-C microUSB microUSB Type-C Type-C microUSB microUSB Type-C microUSB microUSB microUSB microUSB microUSB microUSB

ワイヤレス充電 – – – – – – – – 〇 – – – – – – – – – – – 〇 – 〇 – – – –

機能一覧

低遅延モード

（ゲーミングモード）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 100ms 〇 – – – – 65ms 65ms – 〇 – 65ms – 〇 – – – – – –

ノイズキャンセリング

（クリアーな音声送信）

DNS搭載 cVc8.0/ENCデュアルマイク搭載 DSP/ENCデュアルマイク搭載 DSP/ENCデュアルマイク搭載 DSP/ENCデュアルマイク搭載 DSP/ENCデュアルマイク搭載 DSP/ENCデュアルマイク搭載 DSP搭載 DSP/ENCデュアルマイク搭載 DSP搭載 – – DSP搭載 DSP搭載 DSP搭載 – DSP/ENCデュアルマイク搭載 CVC8.0搭載 DSP搭載 – DSP搭載 – – – – – –

ANC

（アクティブノイズキャンセリング）

– – – FF＋FBハイブリッド – – – – FF＋FBハイブリッド – – – – – – – FF＋FBハイブリッド – – – 〇 – – – – – –

外音取り込み機能 – – – 〇 – – – – 〇 – – – – – – – 〇 – – – Outdoorモード – – – – – –

音声アシスタント 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 – –

ハンズフリー通話 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

オート電源オン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 – –

自動ペアリング 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

左右独立接続 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 – –

操作方法 タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー プッシュ式ボタン タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー プッシュ式ボタン タッチ式センサー プッシュ式ボタン タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー タッチ式センサー プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン

イヤーセンサー機能 – – – – – – – – – – – – – 〇 – – – – – – 〇 – – – – – –

その他

付属品

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.3m）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.18m）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.18m）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.18m）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.3m）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.18m）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.18m）

・充電用Type-Cケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.18m）

※ワイヤレス充電器は付属しておりません

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.3m）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・充電用Type-Cケーブル ・充電用Type-Cケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

（約0.18m）

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・スピーカー用オーディオケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用Type-Cケーブル

※ワイヤレス充電器は付属しておりません

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

※ワイヤレス充電器は付属しておりません

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ

（S／M／Lサイズ）

・イヤーフック（L／Mサイズ）

・充電用microUSBケーブル

収納ポーチ – – – – – – – – 〇 – – – – – – – – – – – – – – – - 〇 〇

取扱説明書
ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード

保証期間 6ヶ月 1年 1年 1年 6ヶ月 1年 1年 1年 1年 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 1年 1年 6ヶ月 1年 6ヶ月 1年 6ヶ月 1年 1年 1年 6ヶ月 1年 6ヶ月 6ヶ月

発売日 2022年11月17日 2022年7月14日 2022年12月15日 2022年10月6日 2023年2月9日 2022年12月1日 2021年9月30日 2021年2月25日 2022年4月28日 2021年10月21日 2020年11月5日 2020年11月5日 2021年5月13日 2020年12月3日 2020年11月12日 2021年1月28日 2021年12月2日 2020年7月9日 2020年5月29日 2021年1月21日 2021年2月4日 2019年11月29日 2019年11月29日 2019年11月22日 2019年8月5日 2018年12月13日 2018年6月20日

商品ページ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ

BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック)
BK (ブラック)

WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) BK (ブラック) BK (ブラック) BK (ブラック) WH (ホワイト) BK (ブラック) WH (ホワイト) WH (ホワイト)
WH (ホワイト)

RE (レッド) LGY (ライトグレー) RE (レッド) LGY (ライトグレー) RE (レッド) RE (レッド) WH (ホワイト) WH (ホワイト) WH (ホワイト) RE (レッド) WH (ホワイト) RE (レッド) RE (レッド)
RE (レッド)

NB (ネイビー) NB (ネイビー) NB (ネイビー) NB (ネイビー) NB (ネイビー) NB (ネイビー) NB (ネイビー)

（※1）使用時間は50％音量の条件にて算出。接続するBluetooth機器との距離が長い場合等、消費電力が増加するために通話/再生時間が短くなる場合があります。



（※2）使用時間は70%音量の条件にて算出。接続するBluetooth機器との距離が長い場合等、消費電力が増加するために通話/再生時間が短くなる場合があります。



（※3）Bluetooth接続した状態で音楽再生や通話せずに、イヤホンを放置した場合の持続時間。



フルワイヤレスイヤホン比較表

BK (ブラック)購入ページ BK (ブラック) BK (ブラック) –BK (ブラック) BK (ブラック) – –– – –––

生産終了生産終了 生産終了 生産終了在庫限り 在庫限り 生産終了在庫限り在庫限り在庫限り在庫限り在庫限り在庫限り 生産終了在庫限り 生産終了在庫限り在庫限り 生産終了在庫限り 在庫限り

https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-twst12p/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-twsdt06/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-twsdt08/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-twsht05/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-tws_b99/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-twsg1/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE100QT13/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE100QT12/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-twst39/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-swe100m30/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE100M22/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE100M7/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE200M6/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE300T8S/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE300T4/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE300V90/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/grfd-twsht03/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE500JT05/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE300T5/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE300S90J/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE500HT01/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE06/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE05/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE04/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE03/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/gramo-swe02/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/gramo-swe01/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g045366001/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048204201/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048061901/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/fullwirelessearphone/GRFD-SWE100QT12/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g859579701/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986461601/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024701/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986261601/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986023801/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g044428201/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g045366101/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048204301/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048062001/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048442801/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g859579801/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986461701/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g044983301/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g859641301/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024501/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024801/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986674801/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986261701/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986023901/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g044428401/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g045366201/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048204401/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048062101/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048631501/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g859579901/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986461801/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g044983401/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g859641401/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024601/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024901/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986674901/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986261801/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024001/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g044428301/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g045366301/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048062201/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g859580001/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986461901/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986025001/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986261901/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024101/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985402901/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986261401
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985612601/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048062301/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g048062401/
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE100M22_Manual.pdf
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE100M22_Manual.pdf
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE100M7_Manual.pdf
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE100M7_Manual.pdf
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE300T8S_Manual.pdf
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE300T8S_Manual.pdf
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE300T4_Manual.pdf
https://product.geo-online.co.jp/wp-content/uploads/GRFD-SWE300T4_Manual.pdf
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